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平成 29年度もさまざまな事業を実施しました !!
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おたがいさまサービス

協力会員
サービス提供に協
力してくださるボ
ランティアの方

利用会員
高齢者・障害をもって
いる方・産前、産後の母
親など、誰かの手助けを
必要とする状態の方

訪問
相談

利用希望・会員登録

おたがいさまサービスって何？
　『誰か手伝ってくれれば助かるんだけど』という利用会
員に対して『困っていることがあれば手伝いますよ』とい
う協力会員が誰もができるちょっとしたサービスを提供す
る、たすけあいの精神に基づいた会員のサービスです。
　誰もが生まれ育った伊豆市で一生、安心して暮らせるよ
うにこのサービスを始めました。

【持　ち　物】筆記用具
【プログラム】
◦オリエンテーション
◦ボランティアの声を聞いてみよう
◦利用者特性と接し方に関する講義
◦おたがいさまサービスについて

締 め 切 り　平成３０年３月１６日（金）
連絡申込先　伊豆市社会福祉協議会
本 所　０５５８－８３－３０１３

ボランティア
養成講座

平成30年３月19日月

～ 皆さまのご参加をお待ちしております ～
おたがいさまサ－ビスは地域住民の助け合い活動
です。
ボランティアの協力で実施されている事業ですの
で、一人でも多くの方に事業に理解をしていただ
き、共に誰もが安心して暮らせる地域福祉づくり
を進めていきましょう。関心のある方は、ご連絡
お待ちしております。

～もしもの時、 地域で復興の力を～
　　災害ボランティア登録制度

１．登録が可能な方  心身ともに健康な個人及び団体

２．登録の流れ

　①社協窓口にて災害ボランティア登録用紙（個人及び団体用）に必要事項を記入
　　し提出。
　②社協より登録証を発行します。

３．活動内容

　・災害ボランティアセンターでの受付業務・ニーズ調査の同行
　・ボランティアの送迎車両の運転等（土地勘を活かした活動）
　　※災害時にはメールや FAX 等で支援要請をさせていただきます
　　※各種登録用紙は社協窓口にて及びホームページからもダウンロードできます。
　　　（URL:http://izushakyo.com/saigaivc/vcenter.html)

４．登録者研修会

    登録者を対象とした研修や意見交換会を開催します。

地震や水害など災害が発生し被害が多く出た場合、災害ボランティアセンターが立ち上がります。

災害ボランティアセンターの運営に協力していただけるボランティアを募集します。

伊豆市災害ボランティアセンター災害ボランティア登録者を募集します。

～ボランティア活動者の声を聞いてみませんか？？～

おたがいさまサービス
時 間  9：30～11：40
場 所  城山活動支援センター（伊豆市本立野531-1）
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天城湯ヶ島支所
移転のお知らせ

移転に伴い、ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご了承ください。
ご不明な点は、
伊豆市社会福祉協議会本所

（83-3013）までご連絡ください。

研修室

伊豆市役所
天城湯ケ島支所

包括支援センター

男子トイレ

サーバー室
フリールーム

子育て支援センター 駐車場

倉庫 倉庫
社会福祉
協議会 倉

庫

相
談
室

会議室

社会福祉協議会
天城湯ヶ島支所は
こちらに移転します！

ファミリートイレ

女子トイレ

駐車場

4 月 1 日より伊豆市社会福祉協議会天城湯ヶ島支所が移転となります。

（伊豆市役所天城湯ヶ島支所と同じ敷地への移転となります。）

移 転 先：旧湯ヶ島幼稚園
（伊豆市湯ヶ島161番地の1）

電 話 番 号：0558－85－1199
（変更ありません）

FAX番号：0558－85－2350
（変更ありません）

といっこくらぶ移転のお知らせ
平成30年4月1日より土肥小中一貫校が開校する事を受けて、
土肥地区の放課後児童クラブ「といっこくらぶ」も同一敷地内に移転します。

【といっこくらぶ】
伊豆市土肥 2701-1 土肥小中一貫校内

電話 /FAX 兼用 0558-98-3631

小中一貫校という伊豆市では初めての試みですが、こど
も園・伊豆総合高校土肥分校とも近い立地条件を活かし、
地域の皆さまにも親しみやすい学童保育を目指します。
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平成２９年１２月３日（日）、今年度で８回目となる「こども
広場 in いず」を中伊豆保健福祉センターにて開催しました。
木のおもちゃや手作りおもちゃ、伝承遊び、手作り体験、人形
劇など、赤ちゃんから大人まで一緒に楽しめるコーナーあり、
また今回は大きい子向けのボードゲームやカプラもあり、皆さ
ん夢中になって遊んでいました。
市内で子育て支援活動されている方々の情報コーナーには、子
育て支援センターを始めたくさんの情報が寄せられました。
来年度も開催予定です。皆さんに上手に活用していただき、交
流の場となるよう願っております。お楽しみに♪

第８回こども広場 in いずを
開催しました!!

子伊 育豆 支社 事て市 援協 業

参加者の声

一日楽しく

遊ぶことができました。

毎年楽しみに

しています。

家ではなかなか

子どもと向き合う

時間が持てないので、

本当にありがたい。

木のおもちゃが

大好きで、毎回同じ

おもちゃで遊びます。

広々とした会場で

それぞれ楽しんでいる

子どもたち。とても

満足そうでした。

他のママと話しが

できてよかったです。

子どもも他の子と

ふれあい刺激に

なりました。

✻

✻ ✻✻

✻

✻

✻

✻

✻

★赤ちゃん訪問事業
　民生委員児童委員（略称： 民生委員）と連携して、赤
ちゃんの生まれたお宅を訪問しています。
　地域の身近な相談者である民生委員を知っていただ
き、安心して子育てができるお手伝いをしています。
　また、 社会福祉協議会の子育て支援事業等の紹介も
行っています。

★チャイルドシート補助金交付事業
対 象 者 ：  伊豆市民で、6歳未満の幼児に購入し、市税、

保育料、授業料等の滞納がない保護者。
　　　　   国土交通大臣及び日本工業規格の製品で保

安基準に適合しているチャイルドシート購
入の方。

申請期限 ： 購入日から6ヶ月以内
補 助 金 ： 1万円を上限とし、購入金額の1/2の金額
　　　　   詳細は社協本所（℡83-3013）までお気軽に

お問合せください!!

★チャイルドシート貸出事業
対 象 者 ： 伊豆市に住所があり、在住している親子。
貸出期間 ： 貸出日の翌月初日より２年。
利 用 料 ： 伊豆市社会福祉協議会会員は無料。
　　　　   （年額：500円）
　　　　    申請時に返却後のクリーニング代として実

費負担いただきます。
　　　　    ※平成30年3月まで2,000円
　　　　    　平成30年4月より2,500円となります。
◎里帰り出産、帰省等による一時貸出(期間：1ヶ月)も
実施しております。

✻
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各支所より
修善寺支所

修善寺地区ボランティア連絡会を行いました!
天城湯ヶ島支所

ふれあいサロン

土肥支所

土肥地区 ふれあい会食会

中伊豆支所

　天城湯ヶ島地区には17のサロンがあり、公民館等
地域の身近な場所で、子どもから高齢者まで地域住
民が一緒になってふれあうことで、地域の結びつき、
支え合いを深めることを目的とし活動しています。
　1月に訪問した2 ヶ所のサロンでは、百人一首、か

るた、ふくわらいなど
お正月らしい遊びを
やりました。
　百人一首はテーブ
ルに身を乗り出して
札を拾い、福笑いは目

隠しのてぬぐいを取り、ひょうきんなおかめさんの
顔を見て皆で大笑いをして、新年から笑い声が絶え
ないとても楽しいサロンになりました。
　これからも、参加
者・ボランティアさ
んとも楽しい時間が
すごせるように皆様
のご協力をお願いし
ます。

　修善寺地区ボラ
ンティア連絡会で
は、今年度の活動と
して、使用済み切手
の回収を行いまし
た。会員皆様のご協

力のもと集まったのはなんと1,320ｇ！日本
の切手、外国の切手、台紙からはがれてしまっ
た切手などに分け、静岡県ボランティア協会
へ送りました。県内高校生が海外でのボラン
ティア活動を学ぶ際にお世話になっている、
タイのタクラーン村に住む象を保護するため
の、食糧となる樹木の植
林資金になるそうです。
　今後も使用済み切手
を回収する予定です。ご
自宅等で眠っている使
用済み切手がありまし
たら、ぜひお持ちくださ
い。

　土肥地区15のサロン協力の下、１月にふ
れあい会食会を行いました。毎年新年会を
兼ねての開催で、普段足が遠のいている方
も一緒に大人数でお話をしながら食事を
頂きました。残念ながら参加出来ない方に
はお弁当を届けています。美味しい食事の
後は、ビンゴやゲー
ム、歌・体操等で盛
り上がりました。
「楽しい時間をいつ
もありがとう」

ボランティア活動頑張っております!!!
　中伊豆地区では、
2月8日に運転ボラ
ンティア研修会を
実施し、車イス車両
の操作確認等を行
いました。現在、3名
の方が登録していただいております。
　3月8日には、ふれあいサロンボランティ
ア研修会を予定しております。日頃のサロ
ンでも活用できる体操等を学び、活動の幅
を広げていきたいです。
　平成30年度もボランティアのみなさま
と一緒に中伊豆地区を盛り上げていきたい

と思いますの
でご協力お願
いいたします。
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お知らせ伊豆市精神保健福祉ボランティア きらら
きららとは、「伊豆市精神保健ボランティア養成講座受講修了者」で結成されたボランティアグルー

プです。

伊豆市にお住まいのこころの病をお持ちの方やご家族がゆったりと語れる場、「ほっとステーション

　“きらら”」を開催します。お気軽にお出かけになってみてください。

平成３０年 平成３１年

5/8 6/12 7/10 9/11 11/13 12/11 1/8 2/12 3/12

火 火 火 火 火 火 火 火 火

　市内５２箇所のサロンボランティアさんを対
象に、研修・交流会を開催しました。
　今年度は、「天城の杜」の愛誠会さんより、天城
包括の看護師片山様を中心に、センター長権守
様、デイ職員池谷様、ケアハウス職員岩谷様の４
名を講師に迎え、「コグニサイズ」と「笑いヨガ」
について指導して頂きました。
　伊豆市全域の全体会で、初めて顔を合わせる
方も多い中で、参加者の皆さんは頭と身体を精
一杯動かし、笑いの絶えない２時間となりまし
た。
　「笑って過ごす」事はとても大切だと教えて頂
きました。皆さんも各地のサロンで一緒に楽し

いひと時を過ごしませ
んか？
　広報紙も毎年発行し
ていますので、サロン
に興味のある方はお気
軽にお近くの社協まで
お問合せ下さい。

ふれあいサロン研修・
交流会が開催されました！

問合わせ先　 事務局　伊豆市社会福祉協議会　（８３）３０１３

【 開 所 日】

【 開 所 時 間】

午前１０時３０分～１２時００分
（時間内ならいつ来ても、いつ帰ってもＯＫ！）

【 会 場】

城山活動支援センター内（伊豆市本立野５３１－１）

【そ の 他】

参加費無料

申し込みの必要はありません

（当日、会場へ直接お越しください）

6



生活支援員だより

No.51

福祉サービスの利用に関する相談に応じサービスの
選択や契約を支援し、料金の支払いや日常の金銭管理
等のお手伝いをする事業です。

日 常 生 活
自立支援事業

　支援員を始めて6年が過ぎお金のことだけではなく、いろいろ話せ
るようになり教えられたり教えたり。目標を達成できた時は我が事
のように喜んだりもしました。
　1年1回の研修会に参加し、反省したり、視野を広げたりと支援活動
は自身の老化予防にもなっています。中伊豆地区

山下　寛子

専門相談日程

期　　日 司法
書士 場　　所 時 間

４月１０日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センタ－

9：30
～

11：30

５月　８日㈫ 〇 城山活動支援センター

６月１２日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

７月１０日㈫ 〇 伊豆市天城湯ヶ島支所

８月１４日㈫ 〇 城山活動支援センター

９月１１日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センター

１０月　９日㈫ 〇 伊豆市天城湯ヶ島支所

１１月１３日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

１２月１１日㈫ 〇 中伊豆保健福祉センタ－

１月１５日㈫ 〇 城山活動支援センター

２月１２日㈫ 〇 伊豆市土肥支所

３月１２日㈫ 〇 伊豆市天城湯ヶ島支所

し あ わ せ そ う だ ん

福祉総合相談事業・専門相談日程

司法書士による無料相談（毎月開催）
● 担 当：司法書士
●  内 容： 悪徳商法、消費者金融、身近な契約トラブルや、

財産管理、成年後見に関する相談など
● 人 数：4 名まで
　 ☆事前予約をお願いします。
予約受付・お問い合せ
伊豆市社会福祉協議会　（８３）３０１３

ボランティア活動保険って？
日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして無償で活動するボラン
ティアの方々を補償する保険です。

補償期間は？  年度毎の更新で加入した翌日からその年度の3月31日まで有効です。

保険料は？  補償の内容に応じて基本タイプはＡ･Ｂの２種類があり、また災害時
にも適応できる天災Ａ･Ｂの計４プランから選べます。

こちらの保険は年度ごとの更新となります。
更新、新たに申請される方は社協までご連絡お願いします。

年 間
保 険 料

基本タイプ Ａ　 350円 Ｂ 510 円
天災タイプ 天災Ａ 500円 天災Ｂ 710円

ボランティア活動保険に加入しませんか？ もしも
の為に

○問合せ・申し込み先　伊豆市社会福祉協議会　本所　℡83-3013
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　１０月２日に市内６箇所で街頭での募金活動からスタートして、地域

の皆さまよりご協力いただいた戸別募金、市内事業者様にご協力いただ

いた法人募金・職域募金・募金箱設置、その他、イベントに出展させていただいたり、市内小中学校から

もご協力いただきました。

　みなさまからのご協力で本年度は６,７６３, ９５９円の募金が集まりました。みなさまのおかげで昨年

度より約１４万円程多く集めることができました。

　集まりました募金の約７割は社会福祉協議会の事業費として伊豆市のために使われ、残りの３割は、県

下の福祉施設やボランティア等に助成されます。本年度は地域ふれあい支え合い助成事業として４つのふ

れあいサロンに助成されました。

　本当にありがとうございました！！

◆寄付金◆
・大坂順一（相模原市）
・修工OB会土肥
・匿名1件

◆寄付物品◆
＜タオル＞
田方地区労働者福祉協議会
田方地区ろうきん　グリーン友の会

（順不同、敬称略）
平成29年12月6日～平成30年2月10日

　たくさんのお米や乾麺、缶詰、海苔、レトルト食品、
調味料等の寄付がありました。
　皆様のあたたかいご支援を心から感謝いたします。
NPO法人フードバンクふじのくにを通じて、困って
いる方にお届けいたします。

フードドライブへのご協力
ありがとうございました。

感謝のページ

ありがとうございます

街頭募金のようす

本年度も 10 月 31 日～ 12 月 31 日を期間として
「赤い羽根共同募金運動」を実施いたしました。

次回のフードドライブは、平成30年8月頃を予定しています。

家庭に眠っている食品を集めてフードバンクに寄附する活
動です。みなさまから寄せられた食品は、行政や社会福祉協
議会、支援団体を通じて、食べるものがなくて生活に困って
いる方々の支援に役立てられます。

「フードドライブ」とは

※�赤い羽根共同募金運動の詳細につきましては、この冊子に挟み込まれている
報告資料をご覧ください。
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